
　　　　　　期　　間 ： 平成30年11月15日（木）～18日（日）

　　　　　　場　　所 ： 石川県政記念しいのき迎賓館

　　　　　　　　　　　① 工業デザイン部門 ギャラリーB（１階）

　　　　　　　　　　　② 工芸デザイン部門 ギャラリーA（１階）

　　　　　　　　　　　③ コミュニケーションデザイン部門　　 イベントホール（２階）

　　　　　　　　　　　④ 空間デザイン部門【インテリア】 ギャラリーA（１階）

　　　　　　　　　　　④ 空間デザイン部門【建築】 しいのきプラザ（１階）

※出品者とデザイナーが同じ場合は省略

賞 作品名 出品者名／設計者名 デザイナー名／施工者名

石川県知事賞

空間デザイン部門（建築）

金沢工業大学・国際高等専門学校
白山麓キャンパス

株式会社五井建築研究所 清水建設株式会社北陸支店

金沢市長賞
工芸デザイン部門

陶を染める

金沢卯辰山工芸工房
　井上　藍

石川県商工会議所連合会会頭賞
空間デザイン部門（インテリア）

cervus　armchair
Frey design
　甲斐　晋

石川県商工会連合会会長賞
工芸デザイン部門

机上のミニタン

中村功・亜紀子　陶房
　中村　功

石川県デザイン協議会会長賞
工業デザイン部門

スクエアタイプ腕時計
有限会社シーブレーン

公益財団法人石川県デザインセンター理事長賞
コミュニケーションデザイン部門

金澤美人れんこん

MATSU
　松澤　桂

石川県デザイン展開催委員会委員長賞
空間デザイン部門（インテリア）

雨庵 金沢

株式会社セイタロウデザイン金沢
　山崎　晴太郎
　宮川　智志

一般社団法人石川県鉄工機電協会会長賞
工業デザイン部門

CRヒンジキャップ
伸晃化学株式会社

伸晃化学株式会社
　多田 香織

公益社団法人石川県観光連盟理事長賞

コミュニケーションデザイン部門

おりづるアートをとどけよう！
PEACE ORIZURU MESSAGE

金沢市立扇台小学校
　佐藤　綾子

デザケン
　橋本　謙次郎

一般社団法人石川県物産協会会長賞
工芸デザイン部門

菊の器
松本　いづみ

株式会社北國新聞社社長賞
コミュニケ－ションデザイン部門

小松市民病院 キャラクター展開

o t t o !
　岡田　智子

北陸放送株式会社社長賞
空間デザイン部門（建築）

３rd-house 「つなぐ家」

株式会社シィー・プランニング
建築設計事務所

第４５回　石川県デザイン展　入賞作品一覧

《Ⅰ．コンペティション部門》



賞 作品名 出品者名 デザイナー名

石川県プロダクトデザイン協会会長賞 墨の瞬 ニッコー株式会社
コシノ　ヒロコ
ニッコー株式会社

一般社団法人
石川県鉄工機電協会事業企画委員会委員長賞

ScanSnap iX1500 株式会社PFU

PFUﾃｸﾉｺﾝｻﾙ株式会社
　澁谷　基、黒田　悟志、石田　翔也
　佐伯　有果
株式会社PFU　　砺波　則史

賞 作品名 出品者名 デザイナー名

石川県クラフトデザイン協会会長賞 椿絵器シリーズ
中村功・亜紀子　陶房
　中村　亜紀子

石川県伝統産業振興協議会会長賞 福梅
大野・中村陶房
　中村　多喜美

石川県九谷陶磁器商工業協同組合連合会理事長賞 Laque urushibo 2020
輪島塗ぬり工房　楽
　引持　力雄

株式会社シンアサノデザイン
　浅野　真一郎

山中漆器連合協同組合理事長賞 青海波蚊遣り 有限会社ミランティジャパン
金沢美術工芸大学3年
　坂上　立朗

輪島漆器商工業協同組合理事長賞 桧のボール
工房　理平
　木田　克之

金沢漆器商工業協同組合理事長賞 ファイルケース 株式会社　谷口
株式会社　谷口
　谷口　正晴

賞 作品名 出品者名 デザイナー名

石川県ビジュアルデザイン協会会長賞 農事組合法人One MATSU　松澤　桂

石川県印刷工業組合理事長賞 金沢美術倶楽部100周年記念 横山真紀デザイン室

石川県洋紙会会長賞 日本遺産「珠玉と石の文化」　認定書 横山真紀デザイン室

石川県屋外広告業協同組合理事長賞
西田幾多郎記念哲学館
ライトアッププロジェクトのグラフィック

電通西日本金沢支社
　木下　芳夫

金沢広告協会会長賞 金ノ夜 MATSU　松澤　桂

賞 作品名 出品者名 デザイナー名

石川県インテリアデザイン協会会長賞 截金鱗文風炉先 礒慶文堂　礒　慶太郎

金沢洋家具工業協同組合理事長賞 LSCENA 株式会社山岸製作所
株式会社山岸製作所
　江丸　達夫

賞 作品名 設計者名 施工者名

一般社団法人　石川県建築士事務所協会会長賞 尾山神社　授与所 株式会社浦建築研究所
株式会社
サンテン・コーポレーション

一般社団法人　石川県建築士会会長賞 荒屋町の家 稲荷明彦建築研究室 有限会社建築工房ハシバ

一般社団法人　石川県建築設計監理協会会長賞 新保本の家
中村住宅開発株式会社
一級建築士事務所

中村住宅開発株式会社

一般社団法人　石川県建設業協会会長賞
北陸学院中学校・高等学校
栄光館/第２体育館

株式会社山岸建築設計事務所 北川ヒューテック株式会社

一般社団法人　金沢建設業協会会長賞 Ｋ先生の家 株式会社若崎建築設計工房 永光建設株式会社

石川県建設産業連合会会長賞 マッサン内科・透析クリニック 株式会社トイットデザイン みづほ工業株式会社

　　【建　築】

④空間デザイン部門

①工業デザイン部門

②工芸デザイン部門

③コミュニケーションデザイン部門

　　【インテリア】



　　　　　　期　　間 ： 平成30年11月15日（木）～18日（日）

　　　　　　場　　所 ： 石川県政記念しいのき迎賓館

　　　　　　　　　　　　　　【第１部】　大学／短期大学／専門学校　　　　２階　ガーデンルーム

　　　　　　　　　　　　　　【第２部】　高等学校 　　 　　　　　　　　　  　　　３階　交流サロン

賞 作品名 出品者名 学校名

石川県教育委員会賞
SAIL CHAIR
心理的パーソナルスペースを生み出し、本
の海をたゆたう

川村　美月 金沢美術工芸大学

金賞 趣味と過ごす町 中村　知保里 金沢科学技術専門学校

銀賞 地域密着型 野菜も買える本屋「まだら書房」 栗山　和 金城大学短期大学部

銀賞 Kutani style eat with eyes
成田　結理、棚田　萌々佳
宮本　夏帆、福田　ひろの

大原情報デザインアート専門学校金沢校

銀賞 金澤オリカザリ
大橋　未和、中村　亜莉子
高崎　青海、木村　俊一

大原情報デザインアート専門学校金沢校

銅賞 「依間」 一二三　亮昌 石川工業高等専門学校

銅賞
nano
小さな住人と共に起きる目覚まし時計

富田　文香 金沢美術工芸大学

銅賞 Binica
石田　詩織、津田　春華
助田　朋寧、増山　結加

大原情報デザインアート専門学校金沢校

銅賞 善隣雪景
谷保　太一、和田　純
石田　光之介

石川工業高等専門学校

銅賞
白山麓のヒツジを活用した地域振興の取り組み
〜「いしかわのようもう」商品企画＆パッケージ
デザインの開発〜

山口　竣輔、笠置　萌絵
市井　菜々穂、德田　理紗

金沢学院大学

奨励賞 世にも奇妙な九谷焼の世界 澤野　茉莉 金城大学短期大学部

奨励賞 バランスシップ 田村　圭后 金沢科学技術専門学校

奨励賞 CI計画　高塚酒造 高塚　紀沙 北陸デザイナー専門学校

奨励賞 gromoclock 杉田　尚弥 金沢美術工芸大学

奨励賞 change in image 奥野　弥櫻 石川工業高等専門学校

第４５回　石川県デザイン展　入賞作品一覧

《Ⅱ．学生部門》

【第１部】　大学／短期大学／専門学校



【第２部】　高等学校

賞 作品名 出品者名 学校名

金沢市教育委員会賞 「商店街から住民街へ」 田畑　快人、宮下　開成 石川工業高等専門学校

金賞 かがやきプロジェクト2018 金沢市立工業高等学校 金沢市立工業高等学校

銀賞 ランプシェード「永遠花」 川岸　望美 石川県立工業高等学校

銀賞 「みんな何しているんだろう」 河野　怜奈 石川県立金沢辰巳丘高等学校

銀賞 九谷オブジェ「花紅柳緑」 眞田　芽依、古矢　香音 石川県立寺井高等学校

銅賞 「五菱」
田畑　快人、奥村　瞳、堀内　翔太
向井　真琴、吉田　絢香

石川工業高等専門学校

銅賞 海と住む 中田　泰成 石川県立小松工業高等学校

銅賞 「華のお重」 角尾　凜音 石川県立工業高等学校

銅賞 校内整備計画
中村　悠人、能口　歩、八田　昂大
神田　愛依、田端　真衣、中越　友梨

金沢市立工業高等学校

銅賞 学校祭ポスター 福田　ちの 石川県立羽咋工業高等学校

奨励賞 釉彩皿 磯野　凌汰 石川県立寺井高等学校

奨励賞 辰巳祭ポスター 木越　和佳奈 石川県立金沢辰巳丘高等学校

奨励賞 大きな和室がある家 田中　彪雅 石川県立小松工業高等学校

奨励賞 九谷色絵陶板「タカ」 眞田　芽依 石川県立寺井高等学校

奨励賞 いしかわ産業教育フェアポスター原画 南出　汐里 石川県立羽咋工業高等学校


